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2020 年度第 3回理事会資料 

 

日時：令和 2年 6月 13 日（土）13：30～16：05 

場所：オンライン 

出席者：原、三橋、安原、平川、藤嶋、田中、小枝、上谷、笹原、算用子、小山内、大塚、

秋元、西村、泉田、佐々木、工藤、新谷、落合、加藤、藤原 

書記：金谷、佐藤 

 

【報告事項】 

1.会長報告 

 青森県介護支援専門員協会理事会書面決議 

 青森県精神保健福祉協会理事会書面決議 

 

2.各部局委員会報告 

＜事務局＞ 

[会員数（6月 11 日現在）] 

正会員数合計 946 名（内、2020 年度入会者 63 名） 

正会員所属施設数合計 202 施設   賛助会員数合計 9施設 

（内訳） 

ブロック名 正会員数 施設数 ブロック名 正会員数 施設数 

弘前ブロック 280 49 西北五ブロック 65 17

八戸ブロック 261 62 上十三ブロック 72 21

青森ブロック 240 43 下北ブロック 28 10

※会費未納者 19 名 

[年会費の納入状況について]  

【口座振替】 

4/27：口座振替日 

5/7 ：振替結果通知・入金：振替可能 798 名，振替不能 17 名 

5/14：振替不能 17 名へ督促状送付 

6/11：3 名未納 

【銀行振込】 

4/30：銀行振込納入期日 

5/25：未納者 37 名へ督促状送付 

6/11：16 名未納 

[渉外活動（4月 3日～6月 11 日）] 

・委員等推薦 
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依頼元 委員等名称 委員名 

八戸地域介護支援専門員協議会 八戸地域介護支援専門員協議会 特別理事 藤嶋 聖子 

青森県精神保健福祉協会 青森県精神保健福祉協会 理事 原 長也 

新郷村長 
新郷村認知症初期集中支援チーム検討委員会 委

員 
阿部 三知代 

青森県医師会・健やか力推進セン

ター 

青森県医師会健やか力推進センター推進協議会 

委員 
平川 裕一 

東北町長 
東北町認知症初期集中支援チーム検討委員会 委

員 
和田 広美 

平川市長 平川市地域ケア推進会議 委員 金谷 圭子 

平川市長 令和 2年度平川市ケアプラン点検 アドバイザー 金谷 圭子 

 

・後援等： なし 

 

[文献権利許諾使用料について] 

株式会社メテオより、1月から 3月までの文献権利許諾使用料が 4件 264 円との報告

があった。 

[包括利用著作権使用料について]  

株式会社メテオより、包括利用著作権使用料 5,000 円が入金された。 

[総会出席者数について]  

総会出席者（役員、事務局員）：  25 名 

委任状（議決権行使書）提出者：620 名（内、インターネット経由での回答 162 名） 

合   計        645 名（総正会員数 946 名） 

[財務担当]  

なし 

 

＜学術部＞ 

 第 33 回青森県作業療法学会で発表を予定していた者のうち、8 名が青森県作業療法研究

への投稿を希望したため、8名について投稿規定に関する書類を送付した。 

 

＜教育部＞ 

6/22 より Web 上での生涯教育システムが稼動する予定である。 

 

＜広報部＞ 

1)ホームページの管理・運営 

3/31-6/3 
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更新情報：2件の情報をアップした。 

学会・研修会情報：0件の情報をアップした。 

トピックス等：数回の修正をした。 

2)日常業務 

4/16 パンフレットや物品の在庫確認を行った。 

 

＜福利部＞ 

福利部部局員の選出を行った 

 

＜制度対策部＞ 

・制度関連情報について、会員に情報提供した。 

・緩和ケア病棟への療法士の専任化要望について、会員からの情報を集約し、日本作業療

法士協会 制度対策部に情報提供した。 

 

＜規約委員会＞ 

 ・6/4 第 1 回規約委員会を開催し、委員の役割分担・業務内容を確認した。 

第 14 回総会の決議に基づき、定款「第 1 章 総則【目的】第 3 条」、「第 2 章 会

員 【資格】第 6条」、「第 4章 役員等 【役員の設置】第 25 条」及び、定款施行

規則「第 1章 正会員 (入会) 第 1 条」を一部変更した。 

 

＜倫理委員会＞ 

 なし 

 

＜選挙管理委員会＞ 

 

＜災害対策委員会＞ 

 特になし 

 

＜地域作業療法推進委員会＞ 

（１）地域リハビリテーション活動支援事業における会員の派遣または推薦 

１）新型コロナウイルス感染症によって派遣を見合わせている事業（6月 3日現在） 

 ○依頼元：南部町地域包括支援センター 

  内 容：一般介護予防事業「あまた元気教室」 

  日 時：令和 2年 5月から 3月までの 11 回 

   推薦者：泉田康志（東北メディカル学院） 
 ○依頼元：是川・中居林地区高齢者支援センター修光園 
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  内 容：地域ケア個別会議 

  日 時：令和 2年 5月 12 日（中止），6月 9日（中止） 

令和 2年 7月 14 日，8月 11 日，9月 8日，10 月 13 日 

   推薦者：未定 
 ○依頼元：大館・東地区高齢者支援センター福寿草 

  内 容：介護予防教室 

  日 時：令和 2年 6月 10 日，6月 20 日，7月 15 日 

   推薦者：未定 
 ○依頼元：白銀・湊地区高齢者支援センターえがお 

  内 容：介護予防教室 

  日 時：令和 2年 6月 10 日，6月 20 日，7月 15 日 

   推薦者：未定 
２）会員の派遣または推薦した事業（依頼元より中止または延期中の事業を含む） 
 ○依頼元：中泊町 

  内 容：地域介護予防活動支援事業 

  日 時：令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日まで 

   推薦者：平川 裕一（弘前大学教育研究院医学系保健科学領域） 
３）新たに派遣依頼のある事業 

 ○依頼元：平川市 

  内 容：地域ケア推進会議 

  日 時：令和 2年 5月 22 日（中止），8月 21 日，10 月 16 日，令和 3年 3月 12 日 

   推薦者：未定 
 ○依頼元：横浜町 

  内 容：地域ケア個別会議 

  日 時：令和 2年 5月 21 日（中止），再開は後日連絡予定 

 ○依頼元：平川市 

  内 容：ケアプラン点検 

  日 時：令和 2年 12 月 24 日，令和 3年 2月 25 日 

   推薦者：未定 
 ○依頼元：白銀南・鮫・南浜地区高齢者支援センター瑞光園 

  内 容：地域ケア個別会議 

  日 時：令和 2年 7月 15 日，8月 19 日，10 月 14 日，11 月 18 日 

令和 3年 1月 20 日，2月 17 日 

   推薦者：未定 
 ○依頼元：五所川原市 

 内 容：ケアプラン点検 
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 日 時：令和 2年 8月 25 日，令和 2年 9月から令和 3年 3月までは開催日未定 

   推薦者：未定 
 ○依頼元：十和田市北地域包括支援センター 

 内 容：地域ケア個別会議 

 日 時：令和 2年 6月 30 日 

  推薦者：未定 
 

＜認知症の人の生活支援推進委員会＞ 

認知症作業療法啓発活動；地方紙（デーリー東北）の特集記事として認知症スタンプラリ

ーが掲載された。 

            ※認知症予防に関する記事を今後も掲載予定（6月・7月）。 

 

RUN 伴；主催の認知症フレンドシップクラブより、RUN 伴 2020 中止のお知らせがありまし 

た。また青森県は今後も RUN 伴活動終了となりました。 

 

＜特別支援教育関連参画推進委員会＞ 

特になし 

 

＜第 33 回青森県作業療法学会＞ 

・県学会中止案内作成 

・発表者へ意向確認        

 

→学術部へ連絡済み． 

 

 

 

 

3.各ブロック活動報告 

＜弘前ブロック＞ 

特になし 

 

＜八戸ブロック＞ 

 特になし． 

 

＜青森ブロック＞ 

・５月３０日  

次年度発表 22 名 

機関誌へ投稿 8 名 

辞退 1 名 

合計 31 名 
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ブロック事務局会議開催（前年度申し送り、2020 年度ブロック委員選定、事業実施検討） 

 

＜西北五ブロック＞ 

 ・2020 年度 第 1回ブロック会議（4月 紙上会議） 

  内容：理事会報告（4月 4日） 

今年度の事業について 

 ・2020 年度 第 1回症例検討会 ※コロナウィルスの影響で中止 

 ・2020 年度 第 2回ブロック会議（6月 紙上会議） 

  内容：理事会報告（5月 30 日） 

     今年度の役員の確認 

     今年度の事業について 

 

＜上十三ブロック＞ 

 なし 

 

＜下北ブロック＞ 

現在、活動はありません。 

 

4.その他 

＜地域ケア会議および介護予防・日常生活支援総合事業に関する臨時 WEB 研修会＞ 

日 時 2020 年 5 月 28 日（木）19:00～20:40 

参加者：平川裕一 

 内 容：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、地域包括ケアシステムに

関する事業が全国的にストップしており、高齢者のフレイルが進行しているとの

調査がある。有事（感染・災害）の地域包括ケアシステムを構築しなければいけ

ない。これまでは接触型アプローチが中心であったが非接触型アプローチの確立

が求められる。 

2024 年度までにすべての市町村において、高齢者の保健事業と介護予防が一体

的に実施される。作業療法士の職名が明記された。どのようにかかわっていくのか。 

 

 

【協議事項】 

1. 部長・委員長・ブロック長の選任について 

 部・委員長 
担当（第 2回理事会にて承

認済み） 

学術部 成田 秀美 田中 真 
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教育部 今井 寛人 小枝 周平 

広報部 工藤 誉子 上谷 英史 

福利部 佐藤 ちひろ 安原 清文 

制度対策部 宮崎 肇 笹原 秀平 

規約委員会 齋藤 信一 算用子 暁美 

倫理委員会 對馬 景子 小山内 啓 

災害対策委員会 三橋 武信 三橋 武信 

地域作業療法推進委員会 

（地域リハ活動支援事業、地域ケア会議、

訪問リハ、介護予防・健康づくり、MTDLP

推進、自動車運転の機能含む） 

金谷 圭子 菩提寺 玲子 

認知症の人の生活支援推進委員会 大塚 基永 大塚 基永 

特別支援教育関連参画推進委員会 秋元 真樹子 秋元 真樹子 

選挙管理委員会 渡邉 恒 ― 

 

 ブロック長 
担当（第 14 回総会にて承認

済み） 

弘前ブロック 成田 句生 西村 信哉 

八戸ブロック 大泉 慶洋 泉田 康志 

青森ブロック 佐々木 潤 佐々木 良範 

西北五ブロック 天坂 宗一朗 工藤 啓太 

上十三ブロック 小枝 清 新谷 亨 

下北ブロック 浜中 理美 落合 利香 

 

承認された 

 

 

2. 2020 年度事業の実施について 

今年度の 8月末までに予定している研修会等の事業は、9月以降に実施できるように調整

し、その日時等は 7月中にお知らせする。 

承認された 

 

 2019 年度に中止した学童保育研修会の開催について、事業内容や予算の詳細を立案後に

再度協議する。 

継続審議 
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3. オンライン会議について 

理事会にオンライン会議を導入し、接続に関する費用は会が負担し、それを日当として

支出する。 

承認された 

 

日当に関する規程や会議費の扱いについて 

継続審議 

 

 

4. 第 33 回青森県作業療法学会演題募集について 

今年度の学会の中止に伴って、発表予定者の多くが次年度に発表する意向を示したが、

例年通りに演題募集を行う。 
承認された 

 

 

5. その他 

オンライン会議用の機器を購入する。 

承認された 

 

 


